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岩沼　総合南東北病院 検索〒989-2483 宮城県岩沼市里の杜1丁目2番5号
TEL：0223-23-3151  FAX：0223-23-3150

がん医療における遺伝子情報の活用について
－その１－ 総合南東北病院

脳神経外科顧問　片倉 隆一

〈写真：雄国沼のニッコウキスゲ　撮影：副院長　吉野泰啓〉

日本人の2人に１人はがんになります。死因の 
トップもがんです。今回はがん医療における遺伝子 
情報が診断や治療にどのように活用されているかを 
3回に分けてお話しします。

まず国立がんセンターや県立がんセンターなど 
「がん」とひらがなで表現する場合と胃癌や乳癌など
「癌」と漢字で表現される場合があります。これは 
幾分意味合いが異なり、「がん」は悪性腫瘍全般を 
意味します。この「がん」は３つに分類され、まず「癌」
は体の中で外界と接する臓器例えば食物と接する胃 
などの消化器や空気と接触する肺などに発生した悪性
腫瘍に限定して使われます。外界と接しない臓器例えば
骨や筋肉の悪性腫瘍は「肉腫」となります。その他に
この分類に属さない血液がんや脳腫瘍などがあります。

さて、私達の身体は両親から受け継いだ染色体上の
遺伝情報を基に作られます。この遺伝情報すべてを 
ゲノムといい、その中で身体を構成する様々な細胞の
設計図の部分を遺伝子といいます。ヒトでは約
23,000の遺伝子が組み込まれています。この遺伝子
による設計図からタンパク質が作られ、細胞を作る 
材料となります。その遺伝子に傷すなわち変異が 
起こるとがんの原因になります。ただ細胞が増殖して
いく途中にはある確率で変異は起こっています。 
ところがその遺伝子変異を取り除く修復システムが 
あり、変異したまま増殖することを防いでいます。 
しかし、その遺伝子の中で細胞の分裂や増殖に関与 
する遺伝子に変異が起きてしまうと、細胞の分裂に 
歯止めがかからずがんが発生してしまいます。がんの

発生にかかわる有名な遺伝子にP53があります。例え
ですが、サーキットを走っていた車に異常が発生すると 
急ぎピットに入り、修理が終わるとまたサーキットに 
戻りレースを続けることができます。この遺伝子は、
細胞増殖中の変異を見つけ車同様ピットに入れ修理 
するよう命令し正常に戻れば増殖を継続させますが、
破損部位が大きいと車では廃車すなわち細胞では 
死へと誘導することで、異常な状態での細胞が増え 
続けないようにする役目を持っています。ところが 
この修復作業に大切なP53の遺伝子上に変異が発生
してしまうと、今度は修復システムが働かず異常な 
細胞がそのまま増え続けるすなわちがんの発生になり
ます。このようながんの発生に関与する遺伝子は、 
人体を構成する様々な臓器ごとに異なり現在数百の 
がん関連遺伝子がみつかっています。この遺伝子の 
変異を起こす原因には、化学物質・活性酸素・放射線・
ウイルス・タバコなどがあります。大正4年、山

やまぎわ

極 
勝
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三郎博士は、ウサギの耳にコールタールを塗り続ける
ことで皮膚がんが発生することに成功し、世界で初めて
化学物質が発がんの原因になることを明らかに 
しました。4回ノーベル賞候補にノミネートされ 
ましたが、当時の世界情勢から受賞はなりませんでした。
後世受賞させるべきだったと評価されております。 
ここで博士が用いたタールですが、市販たばこの 
包装紙にニコチンとタール量が記載されています。 
すなわち喫煙することは、博士の実験同様自分の肺に
タールを塗ってがんの発生を促している可能性が 
あります。ぜひ喫煙を控えることをお薦めします。
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岩沼市の植栽活動に参加しました

令和4年6月18日（土）に毎年恒例の岩沼市の植栽活動が行われました。
当法人の環境美化委員会の活動及び地域貢献の一環として10名の職員が参加し、近隣企業や地域住民の

皆さんと一緒に里の杜地区道路沿いの花壇にマリーゴールドとベゴニアの苗を植えました。
当日は好天に恵まれ、終始和やかな雰囲気の中で花苗が一つ一つ手際よく植えられていきました。今回は

2種類の花苗を植えたので、赤、黄、白、オレンジ、ピンクと例年よりも一層華やかに感じられました。
岩沼市では公共の場の花壇やプランターに植栽する活動を行い、毎年春と秋の2回、花の植え替えをして

います。花壇は、地域の皆さんの協力で管理されています。病院にお越しの際には、色とりどりのお花も 
ぜひご覧ください。

これまでも患者さんの外来受診・入院・退院・退院後の生活を一貫して支えたいとの思いから様々な 
取り組みを行って参りましたが、患者さんの状況によっては担当部署が複数に渡り、却ってご迷惑をおかけ 
する事態が生じてしまう事がありました。

そこで当院の院是「すべては患者さんの為に」を思い起こし、これまで紹介状をお持ちの方の外来診療 
予約、入院・転院支援、医療福祉相談等複数部署に分かれていた業務を一本化し、神経内科科長 加藤昌昭を
長とする「患者サポートセンター」を立ち上げました。

これからは地域医療機関の先生方から当院適正科への外来受診の一括受付を始め、患者さんの入院前から
退院後の支援までを当センターで一括して行います。

まだまだ歩み始めたばかりで、多少のご迷惑をおかけするかも知れませんが、当院・地域医療機関の 
スムーズな連携と、何より患者さんの笑顔のため鋭意努力して参ります。

連絡先　総合南東北病院　患者サポートセンター
TEL：0223-36-7855　FAX：0223-23-2498

　　　　　　　患者サポートセンター開設のご案内連携医療機関の皆様へ
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　みなさんは「自助具（じじょぐ）」というものをご存じでしょうか。
　上手く手足が動かせなくなり、生活に支障が出ることがあります。その際、手助けの一つとして 

「自助具＝自らを助ける道具」があります。今回は調理動作で活用できる自助具を紹介します。

○ハンド付き包丁
　 グリップの部分が太くなっており、握力が弱い方も扱いやすく、手首に負担をかけずに楽に切ることが

できます。
○釘付きまな板
　まな板にある釘に食材を固定することで、片手だけで物を切ることが
　できます。
○キャップオープナー
　ビンやペットボトルなどを開ける際に、わずかな力で開けることができます。
○ハンドブラシ
　吸盤でブラシを固定して食材を洗ったり、食器の汚れを片手で落とすことができます。

　病気によって今までとは生活が変わってしまい「出来なくなってしまった」と思うことがあるかも 
しれません。しかし自助具を使用する、市販のカット野菜を上手く活用して調理の手間を省くなどの工夫
によってできることがあります。
　今回は調理動作で活用できる自助具をご紹介しましたが、他にも自助具は色々な種類や場面で使われて
います。
　リハビリテーション科では自助具などの紹介や動作練習も行っておりますので、興味やご質問があれば
お声がけください。

【参考文献】片手で料理をつくる─片麻痺の人のための調理の手引き　
　　　　　 著：遠藤てる　　出版：三秀舎

リハビリ
ワンポイント 調理動作における一工夫

リハビリテーション科　作業療法士　山田　梓

　当院医師、スタッフが健康法や病気の予防法、治療法について詳しくわかりやすく解説する番組です。
当院の診療科目や活動内容もご紹介します。院是でもある「すべては患者さんの為に」に沿って、地域の
皆さんのお役に立てる健康情報を発信していきます。

※インターネットからもラジオを楽しむことが出来ます。
エフエムいわぬまホームページのトップページにある 

「インターネット サイマルラジオ」バナーをクリックして、
「エフエムいわぬま」を選んで頂くと放送が流れます。また、
当院ホームページからも放送内容を確認出来ます。

番組名 南東北病院 健康と医療のひろば

放送局 エフエムいわぬま　FM77.9MHz

放送日時 月～金曜日　12:15 ～ 12:25

ラジオ番組「南東北病院 健康と医療のひろば」
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【参考】失敗しない便秘薬選びのための便秘解消講座 ｜  酸化マグネシウムE便秘薬｜健栄製薬 
　　　　https://www.kenei-pharm.com/ebenpi/course/
　　　　便秘｜症状・疾患を知ろう｜エスエス製薬 
　　　　https://www.ssp.co.jp/condition/constipation/
　　　　便秘と食習慣 | e-ヘルスネット（厚生労働省）
　　　　https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-02-010.html

薬剤科
  だより

便秘とその治療薬について

薬剤科　薬剤師　緑山 莉枝

　便秘とは、排便が順調に行われていない状態をいいます。排便習慣には個人差が
あり、明確な定義はありませんが、一般的には3～4日程度便通がないものを便秘と
言います。また毎日排便があっても便が硬くて量が少なく残便感がある場合や、 
排便に苦痛を感じる場合は便秘と言われます。逆に毎日排便が無くても、本人が 
すっきりしていれば便秘ではありません。男女別で比べてみると、女性の半数以上が
便秘で苦しんでいると言われています。
　便秘になると肌トラブルが起こりやすくなったりします。それに限らず、腹部の
張りや食欲不振、吐き気、めまい、血便などを引き起こすこともあります。

便秘とは

　便秘の治療方法は生活習慣の改善が基本となります。適度な運動や1日3回の規則正しい食事や食物繊維を
多くとったり、十分な水分摂取を行うことで排便しやすくなると言われています。また、便意を我慢すると
悪化しやすくなるため我慢しないことが挙げられます。それでも便秘が改善されない場合には薬（下剤）を
使います。下に代表的な下剤の種類を挙げます。作用は大きく二つに分かれます。

①機械的下剤…物理的に刺激を与え、腸の働きを助ける薬剤。癖になりにくいと言われています。
　　　　　　　酸化マグネシウム、カルメロース、DDS（ジオクチルソジウムスルホサクシネート）など
②刺激性下剤…腸の運動を活発にさせる薬剤。
　　　　　　　センノシド、ビサコジル、ピコスルファートナトリウムなど

　便秘のタイプに合わせて薬を使用していくため、医師より指示された方法を
守って正しく服用すると同時に、正しい生活習慣を心がけるようにしましょう。

便秘症の治療について

　今回は便秘とその治療薬についてお話します。
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　現在、日本人の死亡原因第一位は「がん」で、2人に1人はがんになると言われ、その比率は年々増加 
傾向にあります。一方、医療技術の進歩により、がんは早期に発見できれば完治する可能性が高まって 
います。
　がんの早期発見に威力を発揮するのがPET（ペット）検査です。PET検査は一回の検査で全身のがんの
有無を撮影し、がんの種類によっては、これまで発見しにくかった早期の小さながんを見つけることができる
画期的な検査方法です。さらに、がんの悪性度まで知ることができるので、より的確な治療へとつなげる 
ことが可能となります。また、ほかの検査（MRI、超音波、腫瘍マーカーなど）と組み合わせることで早期
発見率はさらに上がります。

  放射線を使う検査だけど安全性は大丈夫？  

　PET検査は放射性薬剤を使う検査ですが、一般的な
健康診断で行われる胃バリウム検査よりも低い被ばく
量です。日常生活において自然界から受ける1年間の
放射線量とほぼ同等で、PET検査で放射線障害が 
起きることはありません。

  PET検査でどんな「がん」がわかるの？  

発見しやすい「がん」
甲状腺がん、肺がん、頭頚部がん、すい臓がん、食道がん、大腸がん、乳がん、
卵巣がん、子宮体がん、悪性リンパ腫、悪性黒色腫、転移性肝がん、など

発見しにくい「がん」
胃がん、膀胱がん、尿管がん、腎臓がん、肝細胞がん、前立腺がん、白血病、
など

※ただし、臓器や部位によっては見つけにくいがんもあります。

　がん治療の進歩により、がんは不治の病ではなく
治る病気へと変わってきています。人生100年時代を
楽しむためにも、定期的なPET検査にてご自身の 
健康状態をチェックしてみてはいかがでしょうか？

南東北岩沼 PET 高度診断治療センター　　PET マネージャー　佐伯　悟

早期発見できれば、がんは高い確率で治る

お申し込み・お問合せ

南東北岩沼 PET 高度診断治療センター
TEL：0120-373-468
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レシピ紹介

管理栄養士　北澤 珠里
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

　夏場は大量に汗をかくため、ミネラルなどが不足 
しやすくなります。おくらはミネラル・ビタミンが豊富に
含まれているため、夏におすすめの食材です。
　しかし、おくらの栄養は水に流れやすく、茹でずに 
レンジ加熱などで調理することで効率よく栄養を摂る 
ことが出来ます。
　また、ビタミンB1を多く含む豚肉と一緒に食べると、
疲労回復を助ける働きがあるので夏バテ予防にも 
おすすめのレシピです。

作り方
① へたと先端を切り落としたおくらに塩をまぶし、うぶ毛が

取れるまで揉み込んで水で洗い流す。
② ①のおくらを耐熱容器に乗せ、軽くラップをかけて電子

レンジで1分（600W）加熱する。
③ 加熱したおくらを豚肉で巻き、肉の表面に小麦粉をつける。
④ フライパンに③の肉を入れ火が通るまで中火で加熱する。
⑤ ④に火が通り焼き目がついたら、しょうゆとみりんを 

加え全体に味が付くよう煮詰める。
⑥皿に盛り付けお好みでいりごまをふる。

［材料　2人分］
豚薄切り肉……5枚
おくら…………5本
塩………………小さじ1
小麦粉…………小さじ1

しょうゆ………小さじ2
みりん…………小さじ2
いりごま………お好みで

栄養価（1人分）
エネルギー：205kcal　塩分：0.9g

おくらの肉巻き
疲れた体に！

患者さんからの声Voice
入院患者さんより（ご意見）

看護師の私語が目立つ。職員教育
をきちんとして下さい。

病院からの回答

大変失礼致しました。朝・夕に 
行っているミーティングの際に、
私語は慎み、忙しい時こそ患者 
さんやご家族の方に思いやりを
持った対応が出来る様、注意・ 
指導して参ります。

入院患者さんより【お礼の言葉】

風間先生並びに病棟スタッフの皆様の適切な処置のお陰で、早い段階で回復する
ことが出来本当に感謝しております。コロナ禍の大変な状況の中、皆様は誠意を
尽くして対応して下さっております。皆様もどうか身体をご自愛下さい。

外来患者さんより【お礼の言葉】

地域包括支援センターの皆様による健康講座は、とても素晴らしい研修会です。
勉強になるだけではなく、とてもユーモアがあり、参加者は皆盛り上がっており
ます。皆様の力をお借りしながら、健康寿命を一日でも伸ばしていける様、 
頑張って参ります。ありがとうございました。

病院からの回答

励みとなる言葉を頂き、ありがとうございます。これからも患者さん、ご家族の方に
満足頂ける医療・介護が提供出来る様、職員一丸となって取り組んで参ります。


